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相澤　雅之　様 宮城県 青柳　政子　様 埼玉県 青柳　由紀夫　様 東京都

青柳　静江　様 神奈川県 秋山　康介　様 神奈川県 阿部　健三　様 神奈川県

阿部　博男　様 宮城県 阿部　幸恵　様 東京都 天笠　寛　様 千葉県

天内　昭彦　様 千葉県 新井　達也　様 埼玉県 粟原　良明　様 青森県

飯尾　良司　様 神奈川県 飯野　博史　様 東京都 五十嵐　進　様 神奈川県

五十嵐　敏彦　様 兵庫県 壹岐　真希子　様 東京都 生嶋　圭二　様 大阪府

生田　由香　様 東京都 井口　晃　様 東京都 池田　克彦　様 東京都

池田　智弘　様 東京都 池田　美香　様 神奈川県 石井　健一　様 埼玉県

石井　俊史　様 神奈川県 石井　雅基　様 埼玉県 石川　章　様 東京都

石川　逸大　様 愛知県 石川　和行　様 千葉県 石川　悟史　様 大阪府

石川　茂　様 大阪府 石川　有平　様 青森県 石田　知也　様 愛知県

石山　晋　様 埼玉県 泉　三省　様 神奈川県 板野　正敬　様 宮城県

市川　圭佑　様 東京都 市川　純子　様 東京都 一条　孝　様 宮城県

一色　芳　様 埼玉県 伊藤　明男　様 神奈川県 伊藤　修　様 宮城県

伊藤　秀　様 栃木県 稲葉　直也　様 栃木県 犬塚　俊裕　様 東京都

井上　武彦　様 大阪府 猪股　咲子　様 三重県 今井　鉄平　様 神奈川県

今井　みどり　様 愛知県 今田　直己　様 福岡県 今西　ひろみ　様 神奈川県

岩崎　まどか　様 秋田県 岩橋　利彦　様 大阪府 岩渕　あや子　様 岩手県

岩本　忠男　様 茨城県 上原　恭子　様 埼玉県 上村　潤子　様 千葉県

上村　斎文　様 東京都 魚田　明男　様 千葉県 請河　剛志　様 大阪府

牛田　陽介　様 東京都 宇多　秀樹　様 宮城県 内田　弘志　様 埼玉県

内山　昭子　様 神奈川県 打越　歩美　様 東京都 浦野　純一　様 愛知県

遠藤　哲　様 青森県 大石　拓志　様 大阪府 大泉　健児　様 宮城県

大内　裕子　様 東京都 大木　一真　様 東京都 大久保　和也　様 東京都

大久保　英雄　様 福岡県 大島　清孝　様 愛媛県 大須賀　則宏　様 愛知県

大澄　雅士　様 鳥取県 太田　茂　様 東京都 太田　岳秀　様 東京都

太田　正人　様 大阪府 太田　好彦　様 三重県 大塚　雅幸　様 東京都

大槻　重保　様 宮城県 大野　清美　様 東京都 大羽　文博　様 北海道

大林　綾子　様 東京都 大東　千寿美　様 埼玉県 大平　俊一郎　様 福島県

大堀　敏明　様 埼玉県 大谷　和也　様 東京都 大矢　純　様 東京都

大家　秀樹　様 大阪府 大和田　知昭　様 福島県 岡崎　兼尚　様 兵庫県

岡田　孝次郎　様 千葉県 岡藤　孝征　様 大阪府 岡本　幸也　様 福岡県

小川　宗司　様 千葉県 小川　博巳　様 岡山県 奥村　真一　様 愛知県

長内　晶太郎　様 千葉県 小澤　英樹　様 埼玉県 小野　雅彦　様 埼玉県

小幡　峻　様 東京都 折本　寛治　様 石川県 甲斐　謙朗　様 宮崎県

加々良　潤　様 福岡県 筧　良介　様 愛知県 影山　留美子　様 岡山県

葛西　信二　様 青森県 梶本　政則　様 広島県 柏木　雄毅　様 愛知県

柏原　知実　様 千葉県 片岡　佳奈　様 東京都 金尾　栄子　様 東京都

鹿野　久美　様 東京都 蒲　明　様 神奈川県 釜崎　久男　様 千葉県

上手　隆志　様 東京都 神矢　耕次　様 大分県 掃部　恵里　様 大阪府

川内　幸子　様 東京都 川形　遼太　様 神奈川県 川口　昌孝　様 埼玉県

川瀬　雅美　様 大阪府 川底　慎一郎　様 神奈川県 川田　誠　様 青森県

川田　芳仁　様 香川県 川原　健司　様 東京都 川村　秋夫　様 宮城県

川村　知由　様 香川県 川村　由紀　様 東京都 菅野　七重　様 東京都

菊地　英夫　様 鳥取県 希代　一彦　様 大阪府 北野　大河　様 大阪府

北村　守　様 大阪府 城戸　治人　様 長崎県 木村　有可　様 茨城県

木村　悦朗　様 東京都 木本　由美　様 神奈川県 清川　賢寿　様 神奈川県

草野　渉　様 奈良県 工藤　直志　様 北海道 工藤　俊治　様 東京都

令和２年度　青森県むつ市ふるさと納税　寄附者の御芳名録

　令和２年度も多くの皆様から御寄附をお寄せいただきました。御寄附いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
　ここに、御寄附いただいた皆様の御芳名と当市への応援メッセージを掲載し御紹介させていただきます。
　これからも「青森県むつ市」をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（掲載は公表を御了承いただいた皆様のみとさせていただいております。）
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工藤　淑文　様 埼玉県 工藤　諒大　様 神奈川県 国田　力　様 埼玉県

久保　誠　様 神奈川県 窪田　綾子　様 東京都 久保田　幹雄　様 神奈川県

久米　康宏　様 東京都 倉田　直美　様 東京都 栗本　誠　様 山形県

栗山　優　様 埼玉県 黒澤　誠　様 神奈川県 合田　修二　様 奈良県

河野　健二　様 愛知県 高野　鉄也　様 大阪府 肥沼　隆司　様 東京都

古賀　友実子　様 大阪府 小島　直之　様 千葉県 後藤　雅美　様 東京都

小西　真理子　様 青森県 吾野　誠司　様 広島県 小原　正裕　様 東京都

駒田　庸　様 愛知県 小宮　淳　様 宮城県 小向　道明　様 東京都

小室　匠　様 千葉県 近田　雄一　様 青森県 近藤　大輔　様 神奈川県

斉木　雅昭　様 東京都 齋藤　英介　様 東京都 斉藤　哲康　様 東京都

齊藤　泰樹　様 愛知県 酒井　大央　様 愛知県 酒井　勝　様 埼玉県

坂井　祐樹　様 兵庫県 栄　康弘　様 大阪府 榊原　重雄　様 愛知県

坂久保　克規　様 神奈川県 坂田　幸恵　様 東京都 坂本　勝美　様 大分県

佐久間　松枝　様 東京都 迫田　京子　様 大阪府 笹川　慎治　様 千葉県

佐々木　義一郎　様 神奈川県 佐々木　さやか　様 東京都 佐々木　晴夫　様 神奈川県

佐々木　正彦　様 福岡県 佐藤　和人　様 東京都 佐藤　翔太　様 静岡県

佐藤　剛史　様 岡山県 佐藤　勉　様 埼玉県 佐藤　峰一　様 神奈川県

佐藤　由枝　様 東京都 佐野　健太　様 東京都 澤田　てい子　様 宮城県

塩坂　加織　様 静岡県 塩島　隆史　様 東京都 志賀　良夫　様 千葉県

鹿間　秀彦　様 埼玉県 篠崎　雅史　様 山口県 柴田　義展　様 神奈川県

渋谷　祐　様 東京都 澁谷　仁志　様 千葉県 嶋田　泰介　様 東京都

島田　雅之　様 茨城県 島仲　信秀　様 沖縄県 下田　哲也　様 鳥取県

下出　清貴　様 石川県 下村　昌作　様 東京都 下村　拓　様 栃木県

下村　瑠璃子　様 青森県 白石　和泰　様 東京都 白取　靖夫　様 青森県

白濵　拓司　様 埼玉県 菅谷　正也　様 茨城県 杉本　光司　様 埼玉県

杉本　理恵　様 福岡県 杉山　慎一　様 愛知県 須郷　晋也　様 東京都

須崎　将太　様 愛知県 鈴木　昇　様 三重県 鈴木　正雄　様 東京都

須田　秀一　様 福島県 須山　肇　様 愛知県 清田　樹　様 神奈川県

瀬河　良太　様 大阪府 関　紳一郎　様 兵庫県 関　信治　様 兵庫県

関　利彦　様 東京都 関　誠　様 東京都 相馬　浩平　様 埼玉県

髙倉　昭　様 茨城県 高田　賢之助　様 神奈川県 高野　浩　様 東京都

高橋　一郎　様 兵庫県 高橋　翔　様 神奈川県 髙橋　信治　様 岩手県

高橋　肇　様 千葉県 髙橋　洋　様 東京都 高橋　広幸　様 群馬県

髙橋　正成　様 山口県 高橋　安朗　様 千葉県 高山　寛人　様 東京都

田口　大亜　様 東京都 田口　雄哉　様 愛知県 竹内 　剛　様 長野県

竹内　敏雄　様 群馬県 武田　輝也　様 宮城県 武田　壽一　様 神奈川県

武沼　理佳　様 神奈川県 竹原　さとみ　様 千葉県 竹原　優　様 京都府

田沢　敬久　様 埼玉県 舘　春一　様 千葉県 田中　一也　様 千葉県

田中　将輝　様 東京都 田中　仁　様 愛知県 田中　靖晃　様 東京都

田中　佳子　様 千葉県 田邉　博之　様 神奈川県 谷口　卓　様 滋賀県

田巻　敏直　様 埼玉県 玉山　幸雄　様 岩手県 溜谷　好且　様 奈良県

田村　久美子　様 埼玉県 為我井　靖彦　様 東京都 千葉　淳　様 埼玉県

鍾　祥勲　様 東京都 月木　良和　様 大阪府 月館　薫　様 富山県

佃　智子　様 神奈川県 辻　勇人　様 三重県 辻　有美子　様 大阪府

鶴谷　充雪　様 青森県 鄭　健錫　様 神奈川県 寺田　洋一　様 神奈川県

TELLEZ TANG　VICTOR　様 大阪府 藤解　勝也　様 千葉県 藤堂　渉　様 千葉県

戸枝　博和　様 京都府 遠山　直克　様 奈良県 徳山　宏司　様 広島県

土志田　武幸　様 神奈川県 戸島　亮一　様 東京都 冨岡　正浩　様 埼玉県

鳥山　麻未　様 神奈川県 長井　信二　様 東京都 中尾　清一郎　様 佐賀県

中川　幹彦　様 岐阜県 中川　雄太　様 北海道 中里見　恭輔　様 東京都

長澤　可愛　様 秋田県 中澤　高　様 東京都 中島　諭　様 千葉県

中島　龍夫　様 青森県 中田　豊明　様 東京都 長田　安樹　様 兵庫県

長根　静香　様 東京都 中根　満　様 東京都 中野　郁　様 大阪府

中原　理恵　様 佐賀県 中道　一将　様 東京都 中村　和子　様 東京都
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中村　修也　様 東京都 中村　智郎　様 青森県 中村　正則　様 青森県

中村　盛夫　様 宮城県 中森　久人　様 大阪府 中山　章三　様 大阪府

成澤　敏子　様 山形県 成田　周平　様 埼玉県 南部　静恒　様 神奈川県

西岡　留美　様 東京都 西川　和希　様 大阪府 西田　武史　様 千葉県

西本　志津　様 徳島県 西山　貴人　様 三重県 西山　巧　様 神奈川県

似鳥　さやか　様 東京都 二宮　克規　様 神奈川県 沼井　弘美　様 神奈川県

沼川　悟　様 東京都 根本　清美　様 千葉県 野口　邦彦　様 茨城県

野里　望美　様 宮城県 野尻　幸一郎　様 福井県 野平　達也　様 神奈川県

信澤　高博　様 茨城県 袴田　恭司　様 神奈川県 波紫　悦夫　様 東京都

橋本　新一　様 群馬県 橋本　秀義　様 東京都 橋本　正樹　様 福島県

長谷川　一郎　様 千葉県 長谷川　幸子　様 大阪府 畑　尊之　様 静岡県

幡手　隆雄　様 埼玉県 服部　翔太　様 東京都 花木　由美子　様 福岡県

濱田　順子　様 滋賀県 濵田　崇嘉　様 大阪府 浜村　義明　様 埼玉県

林　大祐　様 東京都 原口　翔伍　様 東京都 原田　軍治　様 福岡県

茨田　順行　様 東京都 春木　聡　様 北海道 番匠　祥二　様 和歌山県

坂東　ヒロ子　様 大阪府 樋口　正仁　様 新潟県 平岡　輝彦　様 大阪府

福島　孝　様 東京都 福田　毅　様 神奈川県 福本　誠　様 千葉県

藤井　正博　様 福岡県 藤川　泰成　様 東京都 藤平 　尚弘　様 栃木県

藤本　幸紀　様 福井県 藤原　郁子　様 青森県 古堅　裕康　様 神奈川県

古川　幸　様 埼玉県 古田　真也　様 東京都 古畑　浩生　様 長野県

古本　義則　様 東京都 細野　隆司　様 愛知県 前川　隆　様 埼玉県

前田　眞吾　様 和歌山県 前田　雄亮　様 長崎県 前納　健二　様 大阪府

益子　昌也　様 東京都 増田　裕　様 東京都 松井　櫻子　様 東京都

松尾　彰太　様 群馬県 松岡　貞義　様 神奈川県 松岡　詩音　様 千葉県

松岡　正美　様 京都府 松﨑　圭　様 東京都 松下　達也　様 神奈川県

松田　浩二　様 静岡県 松永　啓佑　様 千葉県 松永　是　様 東京都

松永　紘明　様 福岡県 松原　慎　様 東京都 松村　和英　様 大阪府

松本　太一　様 愛知県 松本　正人　様 兵庫県 松山　憲太　様 東京都

松山　雅美　様 北海道 丸田　豊　様 東京都 三浦　正治　様 京都府

水谷　哲也　様 鹿児島県 水野　絵真　様 東京都 宮下　啓司　様 東京都

宮本　正雄　様 富山県 宮本　衛　様 東京都 宮本　悠助　様 大阪府

村上　典夫　様 栃木県 村上　豊　様 京都府 村嶋　修一　様 千葉県

村舘　雄司　様 石川県 本木　朝子　様 東京都 元木　和美　様 大阪府

本橋　凡　様 埼玉県 森田　英季　様 神奈川県 森本　健太郎　様 東京都

守屋　信和　様 神奈川県 柳谷　太紀　様 千葉県 山口　顯　様 埼玉県

山口　清秀　様 愛知県 山口　真輝　様 静岡県 山路　遥香　様 広島県

山下　潔子　様 宮城県 山下　豊雄　様 宮城県 山田　和明　様 愛知県

山田　恭子　様 東京都 山田　新次郎　様 福岡県 山田　典子　様 秋田県

山田　正樹　様 秋田県 山出　顕広　様 東京都 山本　順一　様 東京都

山本　節明　様 広島県 山本　晴章　様 東京都 山本　泰弘　様 大阪府

山本　有香　様 和歌山県 山本　幸子　様 埼玉県 弓部　康一　様 神奈川県

横内　恵子　様 埼玉県 横田　佳代　様 兵庫県 吉井　崇　様 東京都

吉岡　稔　様 大阪府 吉川　榮治　様 埼玉県 吉澤　孝司　様 東京都

吉田　一敏　様 兵庫県 吉田　克己　様 東京都 吉田　恭祐　様 福岡県

吉田　聡　様 神奈川県 吉田　慎　様 東京都 吉田　弘之　様 埼玉県

吉村　とも子　様 東京都 頼廣　剛　様 大阪府 笠　勝成　様 福岡県

渡邊　彰　様 新潟県 渡辺　早希　様 東京都 渡邊　友弥　様 東京都



〇青森県が大好きです。両親の実家が青森県でしたので、口が青森県仕様になっています。ホタテ白雪
も子供の頃からよくいただいていました。むつ市にも行った事があると思います。早く青森を旅行で訪
れる事が出来る様になれば嬉しいです。

〇関連会社がむつ市で事業を営んでいるため、地域の皆様に少しでも役立てばと思いふるさと納税を利
用しました。

〇新型コロナ感染下での観光に対する市長の意見に賛同して

〇若き頃3年ほど住んでおり、今でも実家に帰るとむつに買物行きます。(田名部です)

〇行ったことはないですが、木材を使用した魅力的なお礼品から自然豊かなイメージを持ちました。い
つか訪れてみたいなと思います。

〇宮下市長はじめ市職員の皆様！コロナ災禍のなかむつ市民のため、大変なご尽力に痛み入ります。厳
しい時代になっておりますが、心を一つに頑張って下さい。毎年むつ下北の美味しい産品をありがとう
ございます。

〇10月に新郷村の団体がむつ市を視察した際に快く受け入れてくださり、また市長さん直々に庁舎内を
案内してくださいました。その後、下北ジオパークが今年度更新の時期だと知り、微力ながらそれに役
立てていただければと思い感謝の気持ちも込めて寄附させていただきます。

〇両親と弟が移住しました。お世話になっております。自然豊かで、皆さん温かく、図書館など公共の
施設も整っていて住みやすいと言っています。コロナが落ち着いたら、ぜひ夏休みに子供たちとあそび
に行く予定です。キャンプも海釣りも、川遊びも、温泉も、ドライブも、すべて楽しみです。職場で気
が合う方も、きけばむつ市出身で、これもご縁と思っています。

〇全国的な人口減少の中、お手本となるような施策を期待しています。

〇福岡出身、広島在住です。これまでにむつ市には行ったことがありませんが、数年前青森県へ旅行に
行った際、三内丸山遺跡のお土産コーナーで買ったひば精油が、むつ市産でした。他のヒノキ精油とは
全然違う、濃く豊かな森林の香り！！！毎日愛用していたので、あっというまになくなってしまい、
もっと買っておけばよかったと思ったものです。また、昔から南部せんべいが大好きで新青森駅でも買
いました。むつ市の会社のせんべいもいろいろ食べ、りんご入りや納豆入りなど変わり種のせんべいが
とてもおいしく、むつ市が大好きになりました。いつか必ず、むつ市に伺いたいです。今はなかなか旅
行するのが心配なご時世ですから、まずはむつ市の方々へ応援の気持ちをこめまして、ふるさと納税を
させていただきます。返礼品が届くことを楽しみに待っています。

〇自分の妻はむつ市出身！長期休みの時は家族で帰省しますよ。自分にとっても自然豊かで魅力的な第
二の故郷です。

〇下北半島へは数回家族旅行をしており、大変気にいってます。

〇むつ市出身ですが、田舎に帰れず残念です。

〇ひばまな板現在使っており、カビもはえず使いやすいです。もう10年位使用。むつグランドホテル何
年か前に宿泊させて頂きました。又、コロナが収まったら行きたいと思ってます。

〇むつ市の発展を心より願っております。これからもふるさと納税いたします。

〇宮下市長の頑張りを見て家族みんなで応援しています！むつ市の皆さんが笑顔で暮らせる地域づく
り、頑張ってくださいね！コロナが収まったら、家族みんなでむつ市をはじめとした下北観光したいと
思います。ふるさと納税、ムチュラングッズの詰め合わせ的なものがあったら嬉しいなと思います！ム
チュランのTシャツや靴下、使ってます（笑）

〇下北半島が大好きです。景色の美しいところ、人が優しいところ、美味しいものばかりなところ。18
歳まで下北で過ごしてきたこともあり、地元への思い入れが強いです。コロナ禍におけるむつ市長の決
断、発信の仕方も素晴らしいと誇りに思っています。今後も素晴らしい下北の未来のために頑張ってく
ださい。

〇東京・亀戸での「むつとの遭遇」が、なつかしいです。応援しています。

〇いつか青森県に行ってみたいです。

〇益々のご発展をお祈り致します。

御寄附いただいた皆様からの「むつ市への応援メッセージ」

〇下北ワイン楽しみです。

〇祖母が上北郡横浜町に住んでおり、年に数回横浜町へ遊びにいくと必ずむつ市を訪問させて頂いてお
ります。美しい自然、海の幸、人々の温かさ、むつ市が大好きです。この度、自治体を応援させて頂き
たく寄付させて頂きました。世界はコロナ騒動で大変ですが、むつ市の皆様が健康で生活されますよう
お祈りしています。またむつ市に遊びにいけることを楽しみにしております。


